
新型コロナウイルスの感染状況により、イベント等が中止・変更となる場合があります。
参加の際は、検温・手指消毒・マスクの着用等感染症対策の徹底をお願いします。
広報もおか・市政こよみ・WeeklyNews もおかは、市のHPや市公式アプリからもご覧いただけます。 iOS版Android 版

市公式アプリは
こちらから
ダウンロード
できます。

みんなのひろば

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
水辺水辺のの生き物生き物ををすくってみようすくってみよう
　メダカ、ザリガニ、水生昆虫などの水
辺の生き物を網ですくって観察します。
【とき】11月 13日（土）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】根本山自然観察センター ※雨天中止
【対象】どなたでも参加できます　先着 20人
   ※小学校 4年生以下は保護者同伴
【持ち物等】汚れてもよい服装、長靴、バケツま
たは水槽、たも網、帽子、飲み物

【申し込み】10月 30日（土）から、下記にて電
話で受付（8:30 ～ 17:15）　【参加費】無料
問 根本山自然観察センター（月曜・祝日の翌日休）
 　℡ 83-6280

モオカの休日11月モオカの休日11月のの開催開催

4（木）、18日（木）
午前 10時～

押し花教室
（和子会グランジュテ）

実費
負担

7日（日）
①午前 9時 30分～
②午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花）
※各回定員 10人

無料

11日（木）、25日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

　市民の方が主体となって活動している教室です。
【ところ】観光まちづくりセンター

問 真岡市観光協会 ℡ 82-2012（火曜日休館）

赤ちゃん教室赤ちゃん教室
【とき】11月11日（木）午前10時～11時15分
　（アンケート記入のため10分前までにお越しください）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】令和 3年 7・8月生まれの
　乳児と保護者 先着 15組
【内容】講話「赤ちゃんとの日常生活・
　産後ママの体のケア」、ベビーマッサージ他
【申し込み】10 月 29 日（金）午前 9 時から、
電話で受付
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

11月の「子育て相談会」11月の「子育て相談会」
【とき】10日（水）【ところ】総合福祉保健センター
①子育てミニ講座
　「薬剤師さんから学ぶお薬の使い方」
【時間】午前 10時 15分～ 10時 30分　
②身長・体重測定③育児相談・栄養相談
【時間】午前 9時 30分～ 11時
【持ち物】母子健康手帳
【申し込み】①②当日参加可
　③下記にて電話受付（要予約）
問 こども家庭課母子健康係 ℡ 83-8121

真岡すくすく子育て相談室〔11月〕真岡すくすく子育て相談室〔11月〕
～産前・産後サポート事業～～産前・産後サポート事業～
　妊娠、出産、子育ての不安、日頃の悩みについ
て助産師・保健師等がお話を伺い、安心して出産・
子育てが出来るようサポートしていきます。
【とき】10日（水） 【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】母子健康手帳

    ママと赤ちゃんの相談ママと赤ちゃんの相談 ※要予約
【時間】午前9時30分～11時30分（受付11時まで）
【対象】産後 4カ月までのママと赤ちゃん
【内容】授乳相談、育児相談

　妊婦さんの相談妊婦さんの相談    ※要予約
【時間】午後1時30分～ 4時【対象】妊娠中の方
【内容】マタニティエクササイズ・個別相談
　　  　妊娠・出産のアドバイス
問 真岡市子育て世代包括支援センター
　（こども家庭課母子健康係内）℡ 83-8121

芳賀地方芸術祭芳賀地方芸術祭
ギャラリー部門 中止ギャラリー部門 中止

　11月19日（金）～21日（日）に開催を予定
していた「令和3年度芳賀地方芸術祭ギャラリー
部門（洋画・日本画・書道・写真）」は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため中止となります。
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732

　　  　　  読書週間読書週間
　　　　　　耳でよむ本！朗読CD試聴会耳でよむ本！朗読CD試聴会
　図書館所蔵の朗読CDを聴いて、耳でおはな
しの世界を楽しんでみませんか。
＜試聴作品＞池波正太郎の「おせん」（43分）
【とき】11月 6日（土）午前 10時 30分
【ところ】真岡市立図書館　2階会議室
【定員】10人　【参加費】無料
【申し込み】10月 30 日（土）から、下記窓口ま
　たは電話にて受付
※真岡市電子図書館の案内も行います
問 真岡市立図書館 ℡ 84-6151

真岡市立真岡市立
図書館図書館

ことわざ・格言の中の虫たちことわざ・格言の中の虫たち
　ことわざや格言に登場する昆虫たちの標本を
展示します。
【展示期間】11月 2日（火）～ 12月 28日（火）
【ところ】真岡市立図書館　1階

真岡市立真岡市立
図書館図書館

第26回第26回全国報徳サミット掛川市大会全国報徳サミット掛川市大会
YouTube 生配信 YouTube 生配信 

　二宮尊徳ゆかりの全国 17 市町村が一堂に集
い、報徳仕法を学び、教えを受け継いでいま
す。掛川市主催のオンラインサミットの様子が
YouTubeで生配信されます。ぜひご覧ください。
【とき】11月6日（土）午後1時から
【視聴方法】時間になりましたら、2次
元コードまたは下記URLにアクセス
して視聴してください。

〔URL〕https://youtu.be/8YRdd7UNgFE
問 文化課文化財係 ℡ 83-7735

YouTube
視聴サイト

科学教育科学教育センターセンター
プラネタリウム公開案内プラネタリウム公開案内

◆当日の星座解説と「えんとつ町
　のプペル」
【とき】11/6、11/13、11/27
　（各土曜日）
◆「えんとつ町のプペル」、
　「Odysseyオデッセイ～果てし
　なく美しい宇宙～」の２本立て
【とき】11/20（土）※星空解説なし

共通事項
①午前 11時 ②午後 1時 30分
※途中入場不可、投影開始10分前までに受付を
　済ませてください。
【定員】約80人（事前予約30人含む）
【観覧料】高校生以上200円、4歳～中学生100円、
3歳以下無料（開始 30分前から観覧券を販売
します、定員になり次第販売終了）
※事前予約可（各日先着 30人）、観覧希望日の
5日前から前日まで（祝日を除く）に、
下記にて電話で受付（8:30~17:15）
※中止・変更になる場合があります。来
館前にHPで最新情報を確認ください。
問 科学教育センター ℡ 83-6611

市HP

「もおか子ども美術館」「もおか子ども美術館」関連イベント関連イベント
　12月に開催する「もおか子ども美術館」の関
連イベントを行います。ぜひ参加ください。

子ども学芸員募集子ども学芸員募集
　「みんなの久保アトリエ」で募集した作品の中
から、展示したい作品を選びその作品の解説パ
ネルを作ります。
【とき】11月 20日（土）午後 1時～ 4時
【ところ】久保講堂
【対象】市内在住の小学生～高校生
　（小学4年生以下は保護者同伴）

共通事項共通事項
【申し込み】下記にて電話、FAX、メールで受付
※FAX、メールの場合は、下記を記入ください。
後日、受信確認の連絡をします。1週間以内に
連絡が無い場合は、再度申し込みください。
＜件名＞「みんなの久保アトリエ」または「子ど
　も学芸員」参加申込（両方申し込みも可）
＜本文＞参加者の氏名・年齢・学年、保護者氏名、
　電話番号、住所、「みんなの久保アトリエ」申し
　込みの方は希望の部屋
問 文化課文化振興係 ℡ 83-7732 ℻  83-4070
　 メール：bunka@city.moka.lg.jp

ワークショップフェスタ ワークショップフェスタ 描こう！つくろう！描こう！つくろう！
みんなの久保アトリエみんなの久保アトリエ

【とき】11月14日（日）午後1時～4時
【ところ】青年女性会館
【内容】①お絵描きの部屋　②立体の部屋
　③映画上映『絵を描く子どもたち』
　④おまけの部屋「缶バッジ作り」参加費200円
【対象】市内在住の幼児～中学生
　（小学4年生以下は保護者同伴、保護者は子ど
も 1人につき 1人まで）

川川にに油油をを流さないで！流さないで！
　河川への油の流出は、水田など下
流に大きな被害をもたらします。事
業所ばかりでなく、一般家庭が原因で油流出事
故が生じることもありますので、油の管理につ
いては十分に注意してください。
　使用済みの食用油は薬で固めるか、新聞紙に
吸わせて燃えるごみへ、エンジンオイル等は専
門業者に処理を依頼してください。誤って油を
河川等に流してしまった場合や、河川に油膜を
見つけた場合は、すぐに下記へ連絡ください。
問 環境課環境対策係 ℡ 83-8127

市民市民
講座講座

プロが教える
健康マージャン教室

　講師（麻雀プロ）が基本のルールから指導します。
【とき】11/12、11/26、12/3、12/10、
　12/24、1/7、1/14（各金曜日、全 7回）
　午後 2時～ 4時
【ところ】市立図書館２階会議室
【対象】市内在住または在勤の成人の方
　（定員超抽選）
　初心者 12人、中級者（一通り打てる方）8人
【受講料】無料
【申し込み】11月 2日（火）までに、
　専用フォームまたは下記電話にて受付
問 生涯学習課生涯学習係 ℡ 82-7150 専用フォーム

●警察からのお願い“高齢者講習の予約はお早めに”
　自動車運転免許証の更新に関する高齢者講習の予
約は、大変込み合います。講習等のお知らせはがき
が届いたら、すぐに予約しましょう。【70 歳以上
75歳未満のドライバー】更新期間満了日の前 6カ
月以内に高齢者講習を受けなければならず、未講習
者は免許更新ができません。【75 歳以上のドライ
バー】更新期間満了日の前 6カ月以内に「認知機
能検査」と「高齢者講習」を受けなければならず、
未講習者は免許更新ができません。また「認知症の
おそれあり」と判断された方は、専門医の診断を受
け、診断書を提出する必要があります。【問い合わせ】
運転者サポートセンター ℡ 0289-72-0880


